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平成２９年本宮市教育委員会４月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２９年４月２６日（水） 午後１時３０分～午後２時３５分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 第１・２常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      原 瀬 久美子 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     国分 幸恵 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            渡辺 博明 

        （書記）教育総務課総務係長   渡辺 好晴 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

   議案第１０号  本宮市社会教育委員の委嘱について（非公開） 

   議案第１１号  本宮市文化財調査委員の委嘱について（非公開） 

   議案第１２号  本宮市図書館協議会委員の委嘱について（非公開） 

   議案第１３号  本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について（非公開） 

   議案第１４号  遠藤輝雄奨学基金の貸与について（非公開） 

   議案第１５号  本宮市篤志奨学資金の給与について（非公開） 

   議案第１６号  本宮市放課後児童保育条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１７号  本宮市立保育所利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第１８号  本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第１９号  本宮市コミュニティ交流広場条例施行規則の制定について 

   議案第２０号  本宮市コミュニティ交流広場洪水対策規程の制定について 

   報告第 １ 号  児童生徒数について 

   報告第 ２ 号  給食の状況について 

   報告第 ３ 号  区域外就学状況について 

   報告第 ４ 号  体験活動事業（体力向上事業）について 

   報告第 ５ 号  進路状況について 
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   報告第 ６ 号  要請訪問について 

   報告第 ７ 号  上尾市とのスポーツ交流事業について 

   報告第 ８ 号  もとみやロードレース大会の結果について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会４月定例会を開催いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、２番委員と３番委員にお願いをいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１０号 本宮市社会教育委員の委嘱について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１１号 本宮市文化財調査委員の委嘱について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１２号 本宮市立図書館協議会委員の委嘱について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１３号 本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１４号 遠藤輝雄奨学基金の貸与について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第１５号 本宮市篤志奨学資金の給与について 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１６号 本宮市放課後児童保育条例の一部を改正する条例の制定について 

◇教育長 次に、議案第１６号 本宮市放課後児童保育条例の一部を改正する条例の制定について、

説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第１６号の朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 本宮市放課後児童保育条例の一部を改正する条例につきましては、五百川第

１及び第２放課後児童クラブの開設場所の変更に伴う条例の改正であります。平成２８年度まで仁

井田字瀬戸川地内の五百川幼保総合施設分庁舎、旧第四保育所において開設しておりましたが、施

設の解体計画に伴いまして、荒井字西畑地内の五百川小学校の空き教室に移動して実施するもので

あります。 
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  この条例の適用につきましては、平成２９年４月１日からとするもので、教育委員会への提案が

おくれたことにおわび申し上げ、説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第１６号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１６号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１６号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１７号 本宮市立保育所利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定につい 

            て 

◇教育長 次に、議案第１７号 本宮市立保育所利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定

について、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第１７号の朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 平成２９年度における保育料の段階的無償化について、３月３１日付で国の

上限額基準が示され、これを受けて規則を改正するものであります。 

  まず、第２子の無償化につきましては、国に先駆けて、本市の規則においては無償としておりま

したので、今回の規則の改正はございません。今回の改正内容につきましては、ひとり親世帯に対

する徴収金額を改正するもので、第１子の改正につきましては、資料の第３、第４階層とも、国の

政令による３歳以上の子供について上限を６，０００円に、３歳児未満の子供については９，００

０円に改正するものであります。 

◇教育長 それでは、議案第１７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１７号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１７号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１８号 本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定につい 

            て 

◇教育長 次に、議案第１８号 本宮市立幼稚園利用者負担額徴収規則の一部を改正する規則の制定

について、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第１８号の朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 平成２９年度における幼稚園の授業料の段階的無償化について、３月３１日

付で国の上限額基準が示され、これを受けて規則を改正するものであります。別表第１について、

区分を４区分といたしました。授業料の欄に第２子の区分を追加してございます。 
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  改正の内容ですが、授業料の改正につきましては、初めに区分の１から区分３において第３子の

認定基準が、改正前は兄・姉が小学３年生以下としておりましたが、改正後の備考欄４でございま

すが、第４区分を除きまして、年齢の制限がなくなりました。 

  次に、第１子と第２子について、区分ごとの改正について説明をさせていただきます。まず、区

分１の生活保護世帯につきましては、変更がございません。区分２の市町村民税所得割非課税世帯

につきましては、別表第１の記載上は、改正前は第２子の授業料が、兄・姉が幼稚園等にいない場

合は３，０００円になりますが、改正後は年齢制限がなくなり、無料となっております。ただし、

改正前の備考欄、こちらに表記はございませんが、備考欄３の規程により独自減免をしておりまし

たので、実質上は変更なく、改正前も無料でありました。 

  次に、区分３の市町村民税所得割７万７，１００円以下につきましては、いわゆるひとり親世帯

等について、授業料４，０００円を３，０００円に、第２子は無料とするものであります。 

  別表に戻りまして１４ページの区分４、新しく新設された区分４でございますが、こちらは市町

村民税所得割７万７，１０１円以上の世帯につきましては、改正前と変更がありません。 

  以上、規則についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１８号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１８号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１８号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１９号 本宮市コミュニティ交流広場条例施行規則の制定について 

◇教育長 次に、議案第１７号 本宮市立コミュニティ交流広場条例施行規則の制定について、説明

をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第１９号の朗読〕 

◇生涯学習センター長 本議案につきましては、本宮市コミュニティ交流広場条例の施行に関し必要

な事項を定めるための規則を制定するものであります。本宮市コミュニティ交流広場条例につきま

しては、平成２８年１１月に制定されているところですが、施行については規則で定めるとなって

おります。今回、コミュニティ交流広場の供用開始日についてめどが立ちましたことから、本規則

で条例の施行期日及び施設の利用期間や利用時間、使用料の減免等について規定しております。 

  なお、資料のほうで、「第１１条 条例は、平成」の後が抜けてございますが、「平成２９年６月

１日から施行する。」とご訂正のほどよろしくお願いいたします。 

◇教育長 それでは、議案第１９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１９号を承認することに異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１９号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２０号 本宮市コミュニティ交流広場洪水対策規程の制定について 

◇教育長 次に、議案第２０号 本宮市立コミュニティ交流広場洪水対策規程の制定について、説明

をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第２０号の朗読〕 

◇生涯学習センター長 議案第２０号 本議案につきましては、本宮市コミュニティ交流広場が国土

交通省の管理する阿武隈川の河川敷内に位置していることから、河川敷内の安全利用に関して必要

な事項を定めるものであります。 

  本規程では、本宮市コミュニティ交流広場洪水対策本部組織及び設置について、洪水体制の発令

基準、洪水体制時の措置、避難誘導等の方法について定めるものであります。 

  なお、この規則は平成２９年６月１日から施行するものであります。 

◇教育長 それでは、議案第２０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第２０号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第２０号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 児童生徒数について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 児童生徒数について説明をお願いいたします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 保育所につきましては、今年度、年度初めの段階で合計４９４名、昨

年度に比べ３４名増加しています。幼稚園につきましては合計３１０名で、こちらは逆に昨年度よ

りも６名減少、保育所、幼稚園合わせますと８０４名で、昨年度より２８名増加となります。 

  次に、小学校につきましては、７つの小学校を合わせまして、合計１，７１６名で、昨年度と比

べまして５４名の減少、中学校につきましては、３校合わせまして９２０名、平成２８年度と比較

しまして３名の減少となっております。 

  なお、参考までに、今後の小学校の入学児童数は、今後６年間につきましては、ほぼ２５０名前

後で推移をする見通しとなっております。また、中学校につきましては、今ご覧いただいている小

学校の合計欄のところを、６年生のほうから逆にたどっていただいた人数が、今後入学予定者数と

いうようなことになります。長い目で見ると、減少傾向ではありますけれども、それほど急激な減

少ということではないなと見ています。 

◇教育長 報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 給食の状況について 

◇教育長 次に、報告第２号 給食の状況について、説明をお願いいたします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う弁当など

の持参状況、給食の状況については、今年度も平成２８年度と同様、震災及び事故のために給食を

食べないという児童・生徒はおりません。一昨年度までは、若干おりましたけれども、昨年度から

いない状況です。 

  ただし、給食で対応し切れないアレルギーの数があって、やむを得ず家庭の了解をいただいて、

弁当持参で対応している家庭があります。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 区域外就学状況について 

◇教育長 次に、報告第３号 区域外就学状況について、説明をお願いいたします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 他市町村からの避難児童・生徒の受け入れの状況は、小学校合計で今

年度２０名、中学校で１４名、合計３４名受け入れをしている状況です。昨年度は、小学校が２７

名、中学校が１３名、合計４０名でした。卒業したり、本来の住所地に帰還したりということで、

若干減少傾向にあると見ています。逆に本宮市内から一度避難し、２８年度中に避難した先から本

宮市へ戻られた方々の数は、小学校で７名、中学校で１名の帰還があります。主な避難先は、青森

県、新潟県、埼玉県、それから大阪府などとなっております。 

  裏面は、その各校ごとの詳細な内容になっておりますので、こちらについては、ごらんいただけ

ればと思います。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 市内の仮設住宅から下川崎小学校や大堀小学校に通っている生徒がいるか、その辺りの

状況を教えてください。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 今回お出しした数字は、本宮市内に仮に住所を構えて、そこから市内

の小・中学校に通っている子どもの数ということになります。 

  それから、仮設住宅などから二本松にあります浪江町の浪江小学校に通学をしている子どももい

ます。スクールバスが運行されていて、仮設住宅から直接二本松の学校のほうに通っているという

方もいらっしゃいますが、残念ながらその数については、私どものほうでは把握はしておりません

ので、数については申し上げられませんが、数は実際多くないのが現状です。実際避難先の学校に

通っている子どもさんのほうが、今現在は多いような状況になっています。 

◇４番委員 本宮市内に住んでいても通う学校はばらばらという状況ということですね。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 仮設住宅に住んでいる方の中には、比較的に浪江の学校のほうに通っ

ている方が多い傾向があります。仮設住宅からは、本来の浪江のところに戻りたいんだという意思

が強い方々が主なものですから、そういった傾向にあります。 

  あとは、ご自分でアパートを確保するなり、あるいはこちらに実際に自宅を建てられている方な

どは、もう地元の学校にという傾向が強いように思います。 



 

－7－ 

◇教育長 白沢地区の仮設住宅に入居している人は白沢方面の小学校に通っていましたが、ここから

二本松の小学校に行っている人はおりますか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 以前は、白沢地区の仮設住宅から白沢地区の学校に通っていた方がお

りました。現在は、ほぼ市外に出られ、アパートや、あるいは自分の住まいを確保されています。 

  それから、主に二本松のほうの学校に通っている方は、本宮の恵向公園のところの仮設住宅から

は何人かスクールバスに乗って通っております。 

◇教育長 下川崎小は開校していますが、浪江の学校としてですか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 小学校代表ということではないんですが、浪江小学校として開校して

います。中学校については浪江中学校ということで、それ以外の小・中学校については、休校にな

っています。 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４号 体験活動事業（体力向上事業）について 

◇教育長 次に、報告第４号 体験活動事業（体力向上事業）について、説明をお願いいたします。 

◇次長兼幼保学校課長 体力向上事業につきましては、外部講師を招聘し体育授業を行い、適切な指

導を受けることで体力の向上を図ることを目的に開催しているもので、今年度は、去る４月２０日

と２１日の２日間にわたって市内７小学校の小学５年生、６年生を対象に実施いたしました。 

  今年度の講師を、非営利活動法人スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣに依頼し、６名の講師により、南達方部

交歓陸上競技大会に向けての各種競技の指導を行いました。限られた時間内での事業ではありまし

たが、Ｊ．ＶＩＣ講師の的確な指導、説明等により、全ての児童が集中して取り組んでいる様子が

見られました。 

  また、各校の担任及び体育主任の先生方も、児童らが受けた指導の内容について今後の授業に生

かすべく、集中して参加しておりました。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 スクールｅネットには、各学校の学校だよりが載せてあり、講師の指導している様子がと

てもよく見ることができますので、ご覧いただければと思います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第５号 進路状況について 

◇教育長 次に、報告第５号 進路状況について、説明をお願いいたします。 

◇指導主事 県立高校ですが、本宮４７名、安達３８名を初めとしまして、合計２６６名、国立のほ

うで国立福島工業高等専門学校に１名、私立に合計で４５名、県外の高等学校には０名、それ以外

のその他という部門で５名となっております。 

  特筆すべき点としまして、その他の中で「未定」というところ、０名とありますので、中学校の

先生方の指導がしっかり反映されているのかと思います。 

◇教育長 報告第５号に対する質疑を行います。 
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〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第６号 要請訪問について 

◇教育長 次に、報告第６号 要請訪問について、説明をお願いいたします。 

◇指導主事 訪問日程等です。和田小学校、和田幼稚園が６月７日、岩根小学校、岩根幼稚園、６月

１５日、本宮小学校が６月１９日、本宮第二中学校が９月１日、白岩小学校、幼稚園が１１月１４

日の予定で行います。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

  基本的にこの日には一緒に訪問していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第７号 上尾市とのスポーツ交流事業について 

◇教育長 報告第７号 上尾市とのスポーツ交流事業について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 上尾市とのスポーツ交流事業につきましては、上尾市主催によります被災地

復興支援交流事業にご招待を受け、上尾市、陸前高田市、本宮市のスポーツ少年団によります野球、

サッカー、剣道、駅伝の交流事業をさせていただいておりまして、交流を深めていきたいと考えて

おります。 

  また、今年度は、上尾市からサッカースポーツ少年団を本宮市に招待して、都市交流事業をより

活発なものにしてまいりたいと考えております。 

  実施日につきましては、野球交流事業が５月６日土曜日と７日日曜日の２日間、上尾市のスポー

ツ総合センターで実施する予定でございます。参加チームにつきましては、五百川野球スポーツ少

年団、１チーム全てという形になっておりまして、２５名の参加を予定しております。サッカー交

流は１１月４日から５日を予定して、上尾市のスポーツ少年団を２、３チームお呼びする予定でご

ざいます。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

  上尾市からこちらに来ていただくというのは、去年から始まりました。それまではなかなかおい

でいただけませんでしたが、去年、そして今年度もおいでいただくことになっております。 

◇３番委員 上尾市から本宮に来て、宿泊を要する場合はどのような施設に宿泊されるんでしょうか。 

◇生涯学習センター長 昨年は、二本松市の岳温泉のホテルに宿泊しました。本年度も同様に予定し

てございます。 

◇教育長 そのほか、ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第８号 もとみやロードレース大会の結果について 

◇教育長 それでは、報告第８号 もとみやロードレース大会の結果について、説明をお願いいたし

ます。 

◇生涯学習センター長 去る１６日日曜日に、本宮市ふれあい夢広場前をスタート・ゴールに、もと
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みやロードレース大会を開催いたしました。今大会には、本宮市出身でさまざまな大会で活躍され

ております橋本隆光さん、渡辺晋史さんのお二人を招待選手にお迎えいたしまして、県内外から２，

０６２名のエントリーがございました。好天の中、１，８６０名のランナーが完走いたしまして、

招待選手２名を含めますと、１，８６２名の参加となりました。 

◇教育長 それでは、報告第８号に対する質疑を行います。 

  開会式では大変お世話になりました。結果表をごらんいただくと、本当に多くの市内の中学生に

参加していただきました。これは今までなかったことでしたので、本当にうれしいなと思っていま

す。中学校の校長先生方から大変ご理解をいただいて実施することができました。これから選手を

選考するのにも、参考記録になるのかなと思っているところです。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎追加報告について 

◇教育長 次にそのほか、事務局、報告等があればお願いします。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 次回の教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 次回は１５日の１３時３０分からとします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、これをもちまして教育委員会定例会を閉会といたします。 

【午後 ２時３５分閉会】 


